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Ⅰ　緒　　言

　子どもの頃の身体活動不足は，成人における生
活習慣病の発症と関連していることが示されてい
る₁,₂）．このような現状をふまえ，諸外国では，₁
日₆₀分以上の中等度以上の身体活動を行うことを
子どもの推奨身体活動量として示し，身体活動の
実施を推進する取り組みが行われている₃-₅）．しか
し，我が国の子どもにおける ₁週間あたりの運動
実施時間が ₆時間以上の者は男子で₃₄.₁％，女子
で₂₃.₈％と少ない₆）．そのため，我が国において

も，身体活動実施に影響を及ぼす重要な要因を明
らかにし，実用的な身体活動支援方法を構築する
ことが重要である．
　近年，子どもの身体活動を推進するためには，
社会人口学的要因や心理社会的要因₇,₈）に加え，環
境要因を含めたエコロジカル・モデルに基づき，
身体活動実施に関連する要因の特定や身体活動推
進のための取り組みを行うことの重要性が示され
ている₉）．自宅近隣の環境要因と身体活動の関連
を検討した研究₁₀）では，子どもが身体活動を行う
ことに関連している要因は，レクリエーション施
設や学校などの公共施設へのアクセスが良いこと
や歩道や交差点があること，目的地や公共交通機
関へのアクセスが良いことであることが示されて
いる．日本における子どもの身体活動を推進する
環境要因の検討に関しては，幼児を対象にした研
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目的：子どもを取り巻く物理的環境要因は，子どもの身体活動に長期的に影響を与える．本研究の目的は，
日本の小学生における近隣身体活動環境尺度を開発し，学外余暇身体活動および通学中の歩行との関
連を検討することである．

方法：小学生の子どもを持つ₁,₀₇₄人の₂₀歳から₅₉歳の保護者を対象に，ウェブ調査による横断調査を実施
した．社会人口統計学的要因（保護者の性，年齢，子どもの性，年齢，身長，体重）と全₁₆項目から
成る近隣身体活動環境尺度，学外余暇身体活動および通学時における身体活動実施時間を調査した．

結果：探索的因子分析を行った結果，安全性因子 ₅項目，魅力的な景観因子 ₄項目，治安因子 ₂項目，不快
な景観因子 ₂項目の計 ₄因子₁₃項目が抽出された．構成概念妥当性を検討するため，確認的因子分析
を行った結果，適合度指標は満足な値を示した（GFI＝₀.₉₆₉, AGFI＝₀.₉₄₉, RMSEA＝₀.₀₅₂, AIC＝
₂₈₈.₃₆₀）．また，各因子の内部一貫性は良好な値（r＝₀.₆₇～₀.₇₉）が，安定性の次元の信頼性は中等
度の値（r＝₀.₅₅～₀.₆₈）が得られた．さらに，近隣身体活動環境の安全性が高い，魅力的な景観であ
る，あるいは不快な景観ではないと認知している者は，学外余暇身体活動および通学中の歩行時間が
有意に長かった．

結論：本研究で開発した近隣身体活動環境尺度は，信頼性および妥当性が認められた．本尺度は，身体活動
に関連する近隣環境認知を評価するために信頼でき，日本の小学生に適用可能である．

〔日健教誌，₂₀₁₂；₂₀（₃）：180-191〕
キーワード：自宅近隣，環境，運動，アセスメント
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究₁₁）や小学生を対象とした学校内の環境要因の研
究が認められるのみで，わずかしか行われていな
いのが現状である．
　身体活動に影響を与える環境要因は，対象者の
性や年齢などの人口統計学的要因により異なるこ
とが指摘されていることから₂₁），対象者の特性に
よる検討を行うことが必要とされている．また，
歩行や運動などの人々が行う身体活動の種類に
よって，影響を与える環境要因は異なることが指
摘されている₁₂）．そのため，諸外国においては，
子どもが ₁ 日の大半を過ごす学校内での身体活
動₁₀,₁₃）や子どもの行動範囲内である自宅近隣の身
体活動₁₄-₁₉），家の中₁₄,₂₀）での身体活動に影響を与
える環境要因を評価するための尺度が開発され身
体活動との関連が検討されている．しかし，我が
国においては小学生を対象とした学内の身体活動
環境を評価するための尺度は存在するものの，学
内の身体活動環境を評価する以外の尺度は存在し
ないのが現状である．自宅近隣での行動は，学内
や家の中とは異なり，教員や保護者などの身体活
動を推進する働きかけを行う者がいるとは限らな
い．そのため，働きかけを行う者がいなくても身
体活動が推進されることができるよう，自宅近隣
の環境に着目し検討を行う必要がある．
　日本においても子どもの身体活動を推進するた
めの自宅近隣の環境要因の研究が盛んな諸外国と
同様，不健康な生活習慣や身体活動時間の減少が
社会問題となっている．しかし，諸外国と比較
し，日本の犯罪率₂₂）の低さに代表される治安の状
況や，成人を対象とした研究₂₃,₂₄）から示されてい
る身体活動に関連している環境が異なる日本にお
いて，諸外国で開発された尺度を適用することは
難しい．そこで本研究の目的は，日本の小学生を
対象に近隣身体活動環境尺度を作成し，自宅近隣の
身体活動の実施状況との関連を検討することとした．

Ⅱ　方　　法

1．対象者および調査方法

　本研究は，₂₀₁₀年₁₁月にインターネット調査会

社の登録モニターのうち，小学生の子どものいる
₂₀～₅₉歳の保護者を対象とした，「子どもの健康に
関する調査」データの一部を使用した．まず，
₉,₄₇₄人に対し小学生の子どもの有無について調査
を行い，₄,₁₀₀人より小学生の子どもがいるとの回
答を得た．そのうちの₁,₈₀₀人に対し本調査の依頼
を行った．調査への参加方法は，インターネット
調査会社より e-mailにて対象者へ調査の依頼を行
い，e-mailに添付されているアドレスより調査画
面へアクセスする方法を用いた．最終的に調査へ
の回答が得られた₂₃～₅₃歳の小学生の保護者男女
₁,₀₇₄人（子どもは男女各₅₃₇人，各学年₈₈～₉₁
人，回答率₅₉.₇％）を本研究の調査対象者とし
た．また，再検査信頼性を検討するため，回答の
得られた₁,₀₇₄人のうち，ランダムに抽出した₃₀₀
人に対して ₂週間の間隔をあけた再調査の依頼を
行い，₂₁₅人より回答を得た．なお，調査項目への
回答は，学生を対象とした先行研究₁₄,₁₅,₁₇,₁₉）にな
らい，保護者に子どもと相談した上で回答するよ
う求め，小学生の子どもが複数いる場合は，一番
上の学年の子どもについて回答するよう依頼し
た．調査に回答した者は，インターネット調査会
社より景品に交換可能なポイントを付与される方
法で報酬を受けている．
　調査への回答を得る前に，対象者に対し本調査
の趣旨，参加は自由意志であること，プライバ
シーと匿名性は厳守されることを説明し，同意を
得た．また調査実施にあたっては，事前に早稲田
大学に設置された人を対象とする研究に関する倫
理審査委員会の承認（承認番号₂₀₁₀-₂₀₆，承認年
月日₂₀₁₀年 ₉ 月₁₇日）を得た．
2 ．調査項目

　基本属性として，子どもの性，年齢，体重，身
長を調査し，ウェブ調査会社が事前に入手してい
る回答者である保護者の性，年齢，居住している
都道府県のデータを調査会社から取得した．ま
た，近隣身体活動環境に関する項目は，行動科学
や心理学の研究者らにより，先行研究₁₄-₁₉）の項目
を精査し，日本の環境に合う内容となるよう項目
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の文章を改変し，全₁₆問（表 ₁）の項目を作成し
た．表 ₁に示す項目について，「あなたのお子さま
の家の近所の環境についてお聞きします」との教
示に対し，回答肢は，「 ₁：全くそう思わない」，
「 ₂：そう思わない」，「 ₃：そう思う」，「 ₄：とて
もそう思う」の ₄件法のリッカートスケールを使
用した．さらに，子どもの自宅近隣の身体活動を
評価するため，場面別の身体活動について，実際
に体を動かしている時間を尋ねた．子どもが自宅
近隣で主に体を動かす場面として，週あたりの余
暇時間における学校以外で体を動かす活動と ₁日
の通学中の歩行を調査した．子どもは一定の運動
を長時間連続的に行うことが少なく，身体活動量
を増加させるためには運動以外の身体活動，中で
もBMI₂₅）や体力₂₆）などとも良好な関連が指摘され
ている通学中の歩行にも注目することが重要であ
ることが指摘されている₂₇）ことから，通学中の歩
行についても調査した．なお，本研究の元となる
「子どもの健康に関する調査」では，各活動時間に
おいて，対象者全体の回答の₉₅パーセントタイル
以上では，活動時間の ₁日の合計が₂₄時間を超え
ていた．よって，各活動時間が₉₅パーセントタイ
ル以上のものは外れ値とし，合計で ₆人を除外し
た（余暇時間における学校以外で体を動かす活動
は₈₅₇.₄分以上を，通学中の歩行は₆₉.₄分以上を外
れ値とした）．
3 ．分析方法

　近隣身体活動環境に関する項目の因子構造を明
らかにするために，探索的因子分析（最尤法，プ
ロマックス回転）を実施した．また，尺度の信頼
性の検討には，内部一貫性については折半法によ
る Spearman-Brown係数を，安定性については再
検査法による ₂ 回の調査間における相関係数
（Pearson）を算出した．さらに，構成概念妥当性
の検討として，想定された因子分析モデルについ
て，検証的因子分析を行った．適合度の指標は，
Goodness of Fit Index （GFI） とAdjusted Goodness 

of Fit Index （AGFI），Root Mean Square Error of 

Approximation （RMSEA），Akaike Information 

Criterion （AIC） の ₄つを使用した．GIF，AGFIと
もに ₀～ ₁までの値をとり，モデルが適合するた
めには₀.₉以上が判断基準とされる₂₈-₃₀）．また，
RMSEAは ₀ に近いほどよいモデルであると判断
され，₀.₀₈以下でモデルが採択される₃₁）．AICは
値が減少することにより，適合度のより高いモデ
ルになったことが示されており，本研究では，想
定された因子分析モデルに修正を加えることが考
えられることから，AIC基準を用いてモデルを修
正した．
　また，作成した近隣身体活動環境尺度得点の違
いによる自宅近隣の身体活動時間の差を検討する
ため，各因子の得点を中央値で ₂群に分け，高群
と低群による近隣身体活動時間の違いを子どもの
性，年齢，BMIおよび保護者の性，年齢を共変量
とした共分散分析により検討した．統計解析に
は，SPSS ₁₈.₀J for Windows， SPSS Inc., Chicago, 

USA.および Amos ₁₈.₀J for Windows, SPSS Inc., 

Chicago, USA. を用いた．

Ⅲ　結　　果

1．対象者の特徴

　回答者の子どもの平均年齢（標準偏差：SD）
は，男女とも₉.₁ （₁.₈） 歳，BMIの平均（SD）は
男子で₁₆.₆ （₂.₈），女子で₁₆.₂ （₂.₄） であり，学
外での余暇身体活動時間の平均（SD）および中央
値（₂₅パーセントタイル，₇₅パーセントタイル）
は ₂₅₆.₇ （₂₅₆.₃），₅₅.₃ （₂.₄₉，₁₈₄.₇） 分，通学
中の歩行時間は₂₉.₄ （₁₈.₅），₂₇.₅ （₁₆.₂，₄₀.₇） 

分であった．回答した保護者の₄₃.₆％（₄₆₈人）が
男性であり，平均年齢（SD）は₃₉.₈ （₄.₇） 歳で
あった．また，再検査信頼性の対象者の子どもの
性別の人数は，男子が₁₀₂人（₄₇.₄％），女子が₁₁₃
人（₅₂.₆％）であった．子どもの平均年齢（SD）
は男女それぞれ₉.₀ （₁.₇），₉.₂ （₁.₇） 歳，BMIの
平均（SD）は，男子で ₁₆.₃ （₂.₅） kg/m₂，女子
で₁₆.₅（₂.₆）kg/m₂であった．その保護者の
₄₉.₃％が男性であり，平均年齢（SD）は₃₉.₄ 
（₄.₄） 歳であった．なお，対象者の居住している
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都道府県は，一部の地域に偏ることなく₄₇都道府
県全てに分布していた．
2 ．近隣身体活動環境尺度の因子構造

　近隣身体活動環境に関する₁₆項目の因子構造を
明らかにするため，探索的因子分析（最尤法，プ
ロマックス回転）を行った．各因子を構成する項
目の採用に関しては，因子数は固有値₁.₀₀以上，
因子負荷量₀.₄₀以上を基準として決定した．その
結果，基準を満たさなかった ₃項目を除いた ₄因
子₁₃項目が抽出された．表 ₁には，抽出された因
子とそれに含まれる項目および各因子に対する負
荷量と共通性を示した．第 ₁因子は，「近所の道路
は安全である」や「歩いたり自転車に乗るのに安
全な地域である」など近隣の安全面を反映する ₅
項目から成り「安全性」因子と命名した．第 ₂因
子は，「近所の家には，いい庭（魅力的な庭）があ
る」や「近所は，静かでいい場所である」など近
隣の好ましい景観や景色を反映する ₄項目から成
り「魅力的な景観」因子と命名した．第 ₃ 因子
は，「怪しい人がいないか心配だ」と「不良がまと

わりついてこないか心配だ」の不審者の存在や犯
罪の危険性を反映する ₂項目から成り「治安」因
子と命名した．また，第 ₄因子は，「近所には落書
きがたくさんある」と「近所にはごみがたくさん
ある」の人の目が行き届いていない状況により景
観が損なわれた様子を反映する ₂ 項目から成り
「不快な景観」因子と命名した．
3 ．近隣身体活動環境尺度の計量心理学的特性

　因子分析にて抽出された因子項目の内部一貫性
および安定性の次元の信頼性を検討した結果，折
半法による Spearman-Brown係数は，安全性因子
で r＝₀.₇₉，魅力的な景観因子は r＝₀.₇₁，治安因
子は r＝₀.₆₉，不快な景観因子は r＝₀.₆₇と比較的
良好な値が認められた．また，再検査信頼性を検
討した結果，すべての因子において中等度の相関
係数が認められた（安全性因子は r＝₀.₆₅，魅力
的な景観因子は r＝₀.₆₈，治安は r＝₀.₅₅，不快な
景観因子は r＝₀.₅₇，すべて p＜₀.₀₀₁）．
　因子構造および信頼性が確認された近隣身体活
動環境尺度の構成概念妥当性を検討するため，検

表 1　近隣身体活動環境尺度の探索的因子分析

項　　　目
因子負荷量

共通性
第 ₁因子 第 ₂因子 第 ₃因子 第 ₄因子

近所の道路は安全である ₀.₈₁₄ － － － ₀.₃₈₉
学校まで歩いたり自転車に乗ることは安全である ₀.₈₀₆ － － － ₀.₄₄₉
歩いたり自転車に乗るのに安全な地域である ₀.₈₀₄ － － － ₀.₇₀₄
交差点は安全である ₀.₆₅₉ － － － ₀.₂₉₃
歩いたり自転車に乗ったりすることは容易である ₀.₅₈₃ － － － ₀.₅₂₃
近所の家には，いい庭（魅力的な庭）がある － ₀.₉₁₂ － － ₀.₄₆₆
近所には，いい家（魅力的な家）がたくさんある － ₀.₆₁₄ － － ₀.₃₄₄
近所は，静かでいい場所である － ₀.₄₇₈ － － ₀.₆₆₂
近所には自然がたくさんある － ₀.₄₅₆ － － ₀.₆₂₇
怪しい人がいないか心配だ － － ₀.₇₇₀ ₀.₇₀₉
不良がまとわりついてこないか心配だ － － ₀.₆₆₆ ₀.₄₇₈
近所には落書きがたくさんある － － ₀.₆₉₄ ₀.₅₉₉
近所にはごみがたくさんある － － ₀.₆₈₁ ₀.₄₉₇

除外された項目

交通量が多い
近所の道路には歩道がある
人気（ひとけ）がない
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証的因子分析を行った．図 ₁に，検証的因子分析
による標準偏回帰係数および因子間の相関係数を
示した．検証的因子分析の結果，「歩いたり自転車
に乗るのに安全な地域である」および「交差点は
安全である」と「歩いたり自転車に乗ったりする
ことは容易である」の間に，「近所の家には，いい
庭（魅力的な庭）がある」と「近所には，いい家
（魅力的な家）がたくさんある」，「近所の家には，
いい庭（魅力的な庭）がある」と「近所には自然
がたくさんある」の間に誤差相関を設定したモデ
ルで適合度指標はいずれも満足な値を示した

（GFI＝₀.₉₆₉，AGFI＝₀.₉₄₉，RMSEA＝₀.₀₅₂，
修正前 AIC＝₅₉₉.₀₁₉，修正後 AIC＝₂₈₈.₃₆₀）．
4 ．近隣身体活動環境尺度得点の違いによる自宅

近隣の身体活動時間の差異（表 2）

　各因子の得点の違いによる自宅近隣の身体活動
時間の差を子どもの性，年齢，BMIおよび保護者
の性，年齢を共変量とし検討するため，まず身体
活動時間に対する各因子と共変量との平行性を確
認した．その結果，学外での余暇身体活動時間の
差の検討においては不快な景観因子得点と保護者
の性に，通学中の歩行時間の差の検討においては

図 1　近隣身体活動環境尺度の検証的因子分析
GFI: Goodness of Fit Index, AGFI: Adjusted Goodness of Fit Index, RMSEA: Root Mean Square Error of 
Approximation, AIC: Akaike Information Criterion, e: 誤差変数，矢印：標準偏回帰係数，両矢印：相関係数，
p＜₀.₀₅ で有意なパスのみを示している
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景観因子の得点と子どもの性において有意差が認
められたことから，この ₂つの分析についてはこ
れらの変数は共変量から除外した．その後除外さ
れた以外の変数を共変量とし，共分散分析を行っ
た結果，安全性因子得点が高い群は低い群と比較
し，学外での余暇身体活動時間が有意に長く（F

（₁,₁₀₁₄）＝₉.₉₁，p＝₀.₀₀₂），通学時の歩行時間
が短い傾向が認められた（F（₁,₁₀₆₁）＝₃.₇₄，p＝
₀.₀₅₄）．また，魅力的な景観因子得点が高い群は
低い群と比較し，通学時の歩行時間が有意に長
かった（F（₁,₁₀₆₂）＝₁₀.₇₇，p＝₀.₀₀₁）．さらに，
不快な景観因子得点が低い群は高い群と比較し，
通学時の歩行時間は有意に長かった（F（₁,₁₀₆₁）＝
₆.₅₇，p＝₀.₀₁₁）．

Ⅳ　考　　察

　本研究では，日本の小学生における ₄因子合計
₁₃項目から構成される近隣身体活動環境尺度を作
成し，内部一貫性，安定性の次元の信頼性および
構成概念妥当性を検討した．先行研究における子
どもの近隣身体活動環境に関する尺度には，交通
量が多いことや歩道があること，人気がないこと
などに関する項目が見受けられる₁₄-₁₉）．本研究に
おいても，これらの項目は想定したが，抽出され
た因子には含まれなかった．日本人成人における
身体活動を推進するための環境要因に関する研究
では，交通量が少ないことや歩道があることなど
が重要な環境要因であることが示されており，こ
れらの項目が尺度の中に含まれている₂₃,₂₄,₃₂,₃₃）．し
かし，日本において保護者が評価する子どもの身

表 2　近隣身体活動環境尺度得点の違いによる学外余暇身体活動時間

平均実施時間（分/週） 標準誤差 F値 p値

安全性 低群 ₂₂₉.₄ ₁₁.₈ ₉.₉₁ ₀.₀₀₂
高群 ₂₇₉.₈ ₁₀.₈

魅力的な景観 低群 ₂₅₂.₉ ₁₁.₉ ₀.₁₉ ₀.₆₆₇
高群 ₂₅₉.₈ ₁₀.₇

治　安 低群 ₂₇₆.₇ ₁₆.₃ ₁.₉₉ ₀.₁₅₉
高群 ₂₅₀.₃  ₉.₁

不快な景観* 低群 ₂₅₉.₀  ₉.₀ ₀.₃₂ ₀.₅₇₀
高群 ₂₄₇.₉ ₁₇.₄

調整変数：子どもの性，年齢，BMIおよび保護者の性，年齢
*：調整変数に保護者の性を含まない

表 3　近隣身体活動環境尺度得点の違いによる通学中の歩行時間

平均実施時間（分/日） 標準誤差 F値 p値

安全性 低群 ₃₀.₅ ₀.₈  ₃.₇₄ ₀.₀₅₄
高群 ₂₈.₃ ₀.₈

魅力的な景観* 低群 ₂₇.₃ ₀.₈ ₁₀.₇₇ ₀.₀₀₁
高群 ₃₁.₀ ₀.₈

治　安 低群 ₂₈.₈ ₁.₁  ₀.₂₈ ₀.₅₉₈
高群 ₂₉.₅ ₀.₇

不快な景観 低群 ₃₀.₁ ₀.₆  ₆.₅₇ ₀.₀₁₁
高群 ₂₆.₅ ₁.₂

調整変数：子どもの性，年齢，BMIおよび保護者の性，年齢
*：調整変数に子どもの性を含まない
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体活動に関連する近隣の環境要因は，成人で重要
であることが示されている交通量が多いことや歩
道があること，人気がないことのように物理的な
環境の状態をあらわすものではなく，近所の道路
は安全であることや怪しい人がいないか心配だな
どの項目ように，実際に環境がどのようであるか
の認知としての評価が重要である可能性があり，
環境の状態を評価するようなこれらの項目は除外
されたと考えられる．構成概念妥当性および内部
一貫性については，許容できる値が得られ，安定
性の次元についても， ₄因子ともに中等度の相関
係数が得られたことから，本研究で作成した近隣
身体活動環境尺度の信頼性および妥当性は概ね得
られ，小学生における自宅近隣の環境を測定可能
な尺度が作成できたと考える．先行研究で使用さ
れている諸外国の近隣身体活動環境尺度と比較
し，安全性や景観などについての因子が抽出され
たという点で類似していた．しかし，本研究で作
成した尺度は魅力的な景観因子と不快な景観因子
が抽出されたが，これらの因子の項目は諸外国の
尺度₁₄）では景観因子 ₁つにまとまっているなど，
因子構造や因子に含まれる項目が異なっていた．
日本では諸外国と犯罪の種類やリスク認知₃₄），ま
た，成人を対象とした身体活動に関連している環
境要因が異なる．そのような違いのある日本にお
いて我が国に特有の近隣身体活動環境が評価可能
な尺度が作成できたが，本尺度を使用する際に
は，諸外国と日本の環境要因が異なるのと同様，
日本国内でも地域によって因子構造が異なるとい
う問題が生じるかもしれない．
　近年は，客観的に測定した実際の環境要因が同
じであっても主観的に測定した人々の環境要因の
認知によって，身体活動には違いがあることが指
摘されている₃₅）．そのため，環境要因の測定に
は，本研究で作成した主観的尺度だけではなく，
地理情報システムを使用した方法や対象者の自宅
近隣の環境要因を観察者がチェックリストなどを
使用し評価を行う方法などにより，身体活動に関
連する客観的環境要因が測定されている₃₆）．先行

研究では，公園や遊び場が近いことやレクリエー
ション施設，歩道があること，目的地へのアクセ
スや道路と歩道の状態が良いこと，道路の連結性
が良いこと，住居密度や混合土地利用の多様性が
高いことなど₁₃,₃₇-₄₁）が子どもの身体活動を推進す
るために重要な客観的環境であることが示されて
いる．しかし，客観的な測定による環境要因は，
量的な点やその物理的状態は評価できても，その
環境が良いか悪いかなどの質的な視点からの評価
はできない．そのため，今回作成した尺度では，
客観的環境要因では把握することができない対象
者が評価する安全性や景観など，主観的な評価で
ないと把握できない項目が測定できることは意義
深い．また，これまで日本における小学生を対象
とした近隣の身体活動環境に着目した研究は認め
られない．今後は，主観的な環境要因だけでなく
客観的な環境要因の測定それぞれの長所を活か
し，子どもの身体活動を推進するための環境要因
を特定していくことが必要となる．
　さらに，近隣身体活動環境の違いによる学校外
の余暇身体活動時間および通学中の歩行時間の差
を検討した結果，安全性を良いと評価している者
は，学外での余暇身体活動時間が長いことが明ら
かになった．また，近隣は魅力的な景観である，
あるいは不快な景観ではないと評価している者
は，通学時の歩行時間が長いことが明らかになっ
た．本研究の結果より，自宅近隣の環境が異なる
ことにより身体活動時間に違いが認められたこと
から，自宅近隣の身体活動を推進するためには身
体活動を行う場面（通学中や余暇時間における学
外場面など）により働きかけを行う環境要因が異
なることが考えられる．たとえば，学外の余暇身
体活動を推進するためには，歩くためや自転車に
乗るための自宅近隣の道路の安全性を高めること
が，また，通学中の歩行時間を増加させるために
は，近隣の景観の改善やごみや落書きをなくすこと
により，人目があることを示すことが近隣の身体
活動を推進するための働きかけとして考えられる．
　先行研究では，主観的に測定した目的地へのア
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クセスや景観が良いこと，近所に運動している人
がいること，レクリエーション施設があるこ
と₄₂-₄₅）や近所に興味を引くものが多くあるこ
と₄₃），治安が良いこと₄₄）などの近隣の環境要因と
学外余暇身体活動との関連が認められている．ま
た，通学中の歩行は，土地利用の多様性や住居密
度₁₅）が高いこと，商店や歩道・自転車道があるこ
と，道路の連結性や景観が良いこと₄₆），保護者が
通学路を安全だと認知していることや学校が道路
に面している（監視の目がある）こと₄₇）と関連が
あることが示されている．本研究とは，測定して
いる環境要因が異なること，さらには活動の種類
による環境要因の影響を検討した研究が少ないこ
とから結果の比較には注意を要するが，学外余暇
身体活動には人目があることによる治安の維持・
向上，通学中の歩行には景観の改善などが効果的
という視点では先行研究と同様の結果であった．
しかし，不審者が存在するか心配であるなどの治
安については，自宅近隣の環境要因として抽出さ
れたが，学外の余暇身体活動および通学時の歩行
時間のいずれとも有意な差は認められなかった．
つまり，対象者の近隣の環境には不審者が存在す
るか心配であるなどの要因についての現状はある
が，今回測定した身体活動とは関連していなかっ
た．したがって，学外の余暇身体活動および通学
時の歩行を推進する際には，治安以外に着目する
必要性を示唆している．しかし，本研究では，学
外の余暇身体活動および通学時の身体活動にのみ
焦点を当て検討を行っており，自宅近隣の身体活
動を推進するためにはさらに異なる場面・活動と
の関連を検討する必要がある．また，これまで日
本では，幼児の日常生活における客観的に測定し
た身体活動と自宅近隣の環境要因との関連を検討し
た研究₁₁）が認められる．本調査対象とは年齢層お
よび身体活動，環境要因の測定方法が異なるが，
この幼児を対象とした研究では自宅周辺に犯罪がな
く安全であること，自然が豊かであること，道路
の起伏が激しくないことが幼児の日常生活に関連
していることを明らかにしている．今後は，さま

ざまな年齢層の子どもに対し客観的な身体活動と
の検討を併せて行うことも必要である．加えて，
本研究の知見を応用し，近隣環境の認知が良くな
い者が居住している地域において，道路や歩道の
整備や改善を行うこと₄₈）や大人の見回りなどによ
る通学路の安全性を高める取り組み₄₉, ₅₀），交通や
治安に関する情報の開示₅₁）など，安全性や景観，
治安を良くするための介入を行うことにより，子
どもの近隣の身体活動を推進するための効果的な
取り組みを構築することが課題としてあげられる．
　本研究は，我が国の小学生の自宅近隣の身体活
動に影響を与える近隣身体活動環境の評価尺度を
作成し，身体活動との関連を初めて検討した点が
特長としてあげられる．対象者が居住している都
道府県が偏ることなく，さらに，子どもの性や学
年がほぼ同数の対象者から回答が得られるように
抽出した．このことにより，幅広い地域に居住し
ている小学生の状況を検討することができた．ま
た，調査への回答は，回答者である保護者が子ど
もと相談した上で回答する方法を採用した．保護
者の代理回答のデメリットとしては，子どもの答
えをそのまま記載するだけでなく，本研究の調査
項目に対する保護者の事前情報や経験を含めた回
答になっている可能性がある．そのため保護者の
主観が入っていない回答であるとは言いきれな
い．しかし，保護者が回答することにより質問項
目を正確に判断し，答えの間違えが少ない回答を
得ることができたと考える．本研究の限界点とし
て，本研究はウェブ調査であるため，母集団を特
定することができない．本研究の子どものBMIを
全国の子どもの値₅₂）と比較すると，₉歳から₁₂歳
までの各年齢の平均BMIは，本研究の対象者の男
子においては₀.₃～₁.₁，女子では₀.₅～₀.₉過小評
価していた．そのため，本研究における結果の一
般化について言及する際には注意を要する．しか
し，本研究で調査を行った調査会社は，₁₁₅万人が
登録しており，調査対象者にはその集団の中から
性，学年を考慮して抽出した子どもの保護者を含
むよう調査した．また，パソコンからインター
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ネットを週に少なくとも ₁回以上使用している日
本人の割合は，本調査対象の保護者の年代である
₂₀代では₇₆.₁％，₃₀歳代では₇₆.₆％，₄₀歳代では
₇₅.₉％，₅₀歳代では₆₉.₅％₅₃）であり，インター
ネット使用者の多い対象集団である．しかし，
ウェブ調査は，若年者や高学歴者，高収入者がよ
り多く対象となるという特徴が指摘されてい
る₅₄-₅₆）．また，本研究では，対象者の居住してい
る地域の特徴が市街地であるのか郊外であるのか
の調査を行っていない．したがって，日本全国の
都道府県に居住している小学生の状況を把握する
ことはできたが，対象者の居住地域の特徴によっ
て回答が異なる可能性がある．そのため，今後は
地域から無作為抽出した対象者などより代表性の
高い対象者集団に対して対象者の居住地域の特徴
を考慮し，代表性の高い集団においても同じ因子
構造が認められるか検討を行う必要があると考え
る．さらに，本研究では通学中の歩行時間を調査
したが，子どもの通っている学校がもし私立の場
合であればその時間は比較的長くなるかもしれな
いが，公立の場合はわが国では，通学距離は小学
校では ₄ km以内₅₇）とされており，通学路の上限
距離および通学ルートが決められていることか
ら，近隣の環境に関係なく通学中の歩行時間があ
る程度決定されている可能性も考えられる．その
ため，今後は公立や私立などの学校の分類や通学
手段，通学ルートを考慮に入れた検討が必要であ
る．また，学校に通っている子どもの約₉₅％が徒
歩通学であるため₂₆），もともと活動的かもしれな
いことが考えられ，身体活動を推進するための ₁
つとして通学中の歩行に着目するには限界がある
かもしれない．
　本研究は，日本の幅広い年齢層，居住地域の小
学生の自宅近隣の身体活動に関連する重要な近隣
身体活動環境を明らかにした研究である．本研究
は，子どもの自宅近隣における身体活動を推進す
るための介入戦略を構築していく上で重要な知見
を含んでおり，自宅近隣の身体活動の推進を図る
上で参考になるものと考えられる．

Ⅴ　結　　語

　我が国における小学生を持つ保護者を対象に，
₄因子₁₃項目から構成される自宅近隣の身体活動
環境尺度を開発し，その因子構造，内部一貫性お
よび安定性の次元の信頼性，構成概念妥当性を検
討し，良好な結果を確認した．さらに，近隣環境
を良いと評価している者は，学校外での余暇身体
活動実施時間および通学中の歩行時間が長いこと
が示された．本研究で開発した尺度は，自宅近隣
の身体活動の推進を図るための対策を構築する際
の活用が期待できる．
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Development of a neighborhood physical activity environment 
scale among Japanese elementary students

 Kaori ISHII*₁, Ai SHIBATA*₁, Mai SATO*₂, 
Koichiro OKA*₁

Abstract
Objective: Environmental factors are related to physical activity among youth on a long-term. The purpose of 

the present study was to develop a neighborhood physical activity environment scale and to examine the 
relationship between neighborhood physical activity environment and out-side of school physical activity and 
school commuting among Japanese elementary students.

Methods: Internet-based survey was administered to ₁,₀₇₄ Japanese guardians aged ₂₀-₅₉ years who had 
elementary school child. Sociodemographic attributes (gender and age of guardians, gender, age, hight and 
weight of children), neighborhood physical activity environment scale including ₁₆ items and time of physi-
cal activity during out-side of school for leisure and walking to school commuting were assessed by the self-
administered questionnaire.

Results: Exploratory factor analyses identified ₄ factors labeled ＂safety＂ with ₅ items, ＂pleasing aesthetic＂ with 
₄ items, ＂crime safety＂ with ₂ items and ＂uncomfortable aesthetic＂ with ₂ items. Confirmatory factor analyses 
to examine the construct validity revealed acceptable fit indices (GFI＝₀.₉₆₉, AGFI＝₀.₉₄₉, RMSEA＝₀.₀₅₂, 
AIC＝₂₈₈.₃₆₀). The reliability of the subscale was found good internal consistency (r＝₀.₆₇-₀.₇₉) and 
moderately high inter-rater reliability (r＝₀.₅₅-₀.₆₈). Those who perceived good ＂safety＂, ＂pleasing aes-
thetic＂ and ＂uncomfortable aesthetic＂ environments were significantly more likely to spent of physical activ-
ity during out-side of school for leisure and school commuting.

Conclusion: The valid and reliable neighborhood physical activity environment scale was developed and it is 
applicable to the assessment of neighborhood environmental perceptions relevant to physical activity in 
Japanese elementary school children.

〔JJHEP, ₂₀₁₂；₂₀（₃）：180-191〕
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